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『PRIDE 指標 2021』応募要項 

 
『PRIDE 指標 2021』では、2021 年 7 月 1日（木）から 8月 31 日（火）まで、本指標に対す

る企業・団体等の取り組み内容を募集いたします。LGBTQ に対する企業・団体内での新たな

取り組みや、新たなアイデアの企画など優れた取り組みは、ベストプラクティスとして選

定し、11 月に開催予定の『work with Pride 2021』カンファレンスで発表する予定です。 

また、日本社会全体において、LGBTQ に関する理解促進や権利擁護を進めるために、セクタ

ーを超えた協働を積極的に推進する企業・団体に、「レインボー」認定評価を新設します。 

 

 

１．『PRIDE 指標 2021』への応募受付および表彰スケジュール 

2021 年 2 月 19 日（金） 『PRIDE 指標 2021』発表  

 ※『PRIDE 指標 2020』から加点方法を見直しています。 

見直し内容の詳細は『PRIDE 指標 2021』をご覧ください。 

2021 年 2 月 25 日（木） 『PRIDE 指標 2021』オンライン説明会 ※参加は任意です。 

2021 年 7 月 1 日（木） 応募受付開始 

2021 年 8 月 31 日（火） 応募受付締切 

2021 年 9 月 1日（水） 採点開始 

2021 年 10 月中旬（予定） 表彰企業決定および通知 

2021 年 11 月（予定） 『work with Pride 2021』カンファレンスにて、 

結果およびベストプラクティス発表 

 

◎『PRIDE 指標 2021』オンライン説明会 

※説明会の参加は、表彰制度の応募にかかわらず任意です。 

日時： 2021 年 2月 25 日（木）9：00～10：00 

開催方法： オンライン開催 （YouTube ライブ配信) 

参加方法： work with Pride の YouTube チャンネル

（https://www.youtube.com/c/workwithPride）にて、視聴できます。 

※参加費無料。事前登録の必要はありません。 

※なお、後日、アーカイブ映像を work with Pride の YouTube チャンネルに

て公開予定です。 
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２．応募資格 

日本法に定めのある法人格を有する法人が、応募できます。（例：民法上の組合、社

団法人および財団法人ならびに会社法上の各種会社、各種特別法に定められる各種法人、 

地方公共団体等） 

 

日本法人と資本関係のあるなしにかかわらず、外国法に定めのあるいわゆる外国会社 

は応募主体とはなりえず、その取組みは採点対象に含みません。（例：国外の親会社、

子会社等） 

ただし、いわゆる反社会的勢力でなく、反社会的勢力との関係等がない企業および団

体に限ります。 

 

なお、自社の子会社またはグループ会社を含めた「○○グループ」としてのグループ

会社連名での応募は、当該各会社において、各指標への回答が全く同様となる場合のみ、

可能とします。その場合は、指定の記入欄にそれぞれの社名等をご記入いただきます。 

 

３．応募方法 

work with Pride のウェブサイト(https://workwithpride.jp/)に、2021 年 7 月 1日

（木）に公開される『PRIDE 指標 2021』応募用の所定の応募フォーム（電子ファイル）

をダウンロードし、必要事項を記入の上、エクセルファイル形式で、応募先 Eメールア

ドレス：apply@workwithpride.jpまで、Eメールにてお送りください。 

 

・ご応募は、excelファイルにてご送付ください。また、ファイル名は半角英数字（ア

ルファベット）にて社名がわかるファイル名に変更いただきご送付ください。 

 

・ベストプラクティス応募、および新設のレインボー認定については、応募用紙に記入

欄を設けますので、それぞれの記入欄にご記載いただきます。 

 

・ベストプラクティス欄ご記入いただいた団体・企業様で、参考資料として実施された

際の写真や資料などございましたら、合わせてPDF等でご送付いただくことも可能です。

またベストプラクティス選定にあたり、資料等がなく確認が必要な場合、確認のため資

料等の送付をお願いする場合もございます。 

 

・評価は従業員 301 人以上と、従業員 300 人以下の会社に分けて実施しますので、応募

用紙の従業員数の項目にも必ずご回答ください。 
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・応募用紙の記入方法については、応募フォーム内に掲載された記入例をご参照くださ

い。原則 2020 年 12 月 1日～2021 年 12 月 31 日の 13ヶ月における取組みまたは状況に

ついてのみ記載可能とします。 

 

・応募締め切り（2021 年 8 月 31 日）から 2021 年 12 月 31 日の間に実施される予定の取

組や施策も対象となりますが、応募の際に、「予定」とご記入ください。 

 

・応募受付期限は、2021 年 8 月 31 日（火）18:00 とし、応募 Eメールのタイムスタン

プにより、日時を確認します。 

 

結果通知や確認等が必要な際、応募フォームにご記入いただいたご担当者様へ、事務局

からメールにてご連絡を差し上げます。応募フォームへのメールアドレス等の記入間違い

などで、こちらからメールでのご連絡、結果通知ができない場合がございます。 

必ずアドレスの間違いがない様、送付前にご確認いただくと共に、事務局からのメール

が届く様、問い合わせメールアドレス（contact@workwithpride.jp）からのメールが受

信できる様、メール設定をお願いします。 

 

●応募フォーム 

 wwPウェブサイトにて、2021 年 7 月 1日（月）からダウンロード可能となります。 

※昨年度『PRIDE 指標 2020』の応募フォームは使用不可となります。 

 

●PRIDE 指標 応募受付専用 Eメールアドレス 

  apply@workwithpride.jp 

 

●PRIDE 指標 お問い合わせ用 Eメールアドレス 

 contact@workwithpride.jp 

  

※会社のセキュリティ上、上記ウェブサイトにアクセスできない、または  所定の応

募フォームのダウンロードができない、といった場合には、上記のお問い合わせメール

アドレスへお問い合わせください。 

 

※お問い合わせへは、メールのみ受け付けております。全てのお問い合わせへ即時の対

応が難しい場合がございます。回答にお時間を要す場合がございますので、ご了承くだ

さい。 
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４．採点および集計 

採点は、応募いただいた回答をもとに、PRIDE 指標事務局において公正かつ公平に行

われます。5 つの指標について、各指標内で指定の要件を満たしていれば 1 点が付与さ

れます。要件を満たしているか否かは、理由記載欄に記載された内容をもって判断しま

す。すべての指標を満たせば 5点満点ゴールドとなり、4点でシルバー、3点でブロン

ズとなります。なお、取組みの実態が申請内容と合致しているか否かにつき、確認のた

めに、PRIDE 指標事務局より応募者に対して連絡を差し上げる場合があります。 

PRIDE 指標事務局は、任意団体 work with Pride の構成団体のうち、非営利組織であ

る、特定非営利活動法人グッド・エイジング・エールズが事務局を務め、募集・選考・

評価を独立して行います。集計も PRIDE 指標事務局で行い、結果を分析しレポート冊子

にまとめる予定です。記入いただいた取組み内容は、wwPウェブサイトおよび当該レポ

ート冊子上でご紹介する場合がございます。 

 

５．結果通知および発表 

採点の結果は、結果が出次第、順次各企業・団体等にお知らせします。 

『work with Pride 2021』カンファレンスにおいて、5点獲得企業・団体はゴールド、4

点獲得企業・団体はシルバー、3点獲得企業・団体はブロンズとして、表彰します。 

表彰結果については、後日、レポートおよび、wwPウェブサイトにおいて公開されま

す。 

 

６．応募に際する留意事項 

応募にあたって、以下の留意事項をよく読み、同意いただいたうえで、応募ください。

応募いただいた時点で、以下に同意いただいたものとみなします。 

 

（１）情報の取り扱いについて 

ａ．本応募用紙に記載の情報は、PRIDE 指標事務局による採点および集計にのみ利用

します。当該情報が、指標事務局以外に開示されることはありません。 

ｂ．お送りいただいたエクセルファイルは、返却いたしません。 

 

（２）ベストプラクティスについて 

「PRIDE 指標 2021」評価期間内に実施し、応募フォームの「ベストプラクティス」の

欄に記入いただいた取組み内容の中から、PRIDE 指標事務局が LGBTQ に対する企業・

団体内での新たな取り組みや、新たなアイデアの企画など優れた取り組みを『ベスト

プラクティス』として選定します。選定された取り組みは、PRIDE 指標レポートおよ

び、毎年開催している wwP カンファレンスにて発表いたします。 
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（３）採点について 

 PRIDE 指標事務局による採点は、あくまで応募内容が指標に合致しているかという

観点でのみ行われます。取組みの実態が申請内容と合致しているか否かにつき、確認

のために、PRIDE指標事務局より応募者に対して連絡を差し上げる場合がございます。

万が一、採点結果公表後、応募内容と取組みの実態が異なることが判明した場合は、

応募を取り消させていただく場合がございます。 

 

（４）認定ロゴマークの使用期間について 

採点結果のご連絡と合わせて、採点結果がゴールド、シルバー、ブロンズのみなさま

へ、ウェブサイトや名刺、ニュースリリース等に掲載いただける年度の入ったゴール

ド、シルバー、ブロンズいずれかの認定ロゴマークを送付いたします。 

認定ロゴマークにつきましては、使用期間を 1年（表彰結果公開時から次年度の表彰

結果公開時まで）とさせていただきます。 

過去の認定ロゴマークにつきましては、最新年度の認定ロゴマークと併用の場合のみ

使用可能となります。最新年度の認定ロゴマークとの併用以外は使用不可となります

ので、ご了承ください。 

現在最新の 2020 年の認定ロゴマークの使用期限につきましては、2020 年 11 月 11 日

（wwP2020 カンファレンス同日に採点結果発表・表彰）〜2021 年 11 月（11 月開催予

定の wwP2021 カンファレンスにて 2021 採点結果発表・表彰予定）までとなります。 

 

以上 


